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進化するビジネスモデル FY09Q1 



FY09Q1 決算のポイント

１．決済額は好調に推移、売上高拡大

２．売上高拡大と固定費削減により増益

３．会員向けサービス拡充とエンドユーザー向けブランド戦略

・オンラインゲームを中心として順調に拡大。
・新規オンラインゲームタイトルが続々リリース。

・販売店での在庫調整が進んだことにより売上高拡大。
・不採算サービスの撤退による固定費低減。
・当初Ｑ１計画のシステム改修をＱ２に変更。

・お得なポイントがもらえる「ウェブマネー ウォレット＋」の特別限定アイテムを拡充。
・オンラインゲームファンの共感型サイト「ONLINE GAME messe.」の開設。
・個人間電子マネー取引サービス「ぷちカンパ」、「速フリ」の開始。
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FY09Q1 業績ハイライト

売上高と営業利益の実績

2

FY08 FY09

通期実績 Q1実績 通期計画 Q1実績 前年同期比 達成率

売上高
39,479
100.0%

8,639
100.0%

43,000
100.0%

10,229
100.0%

+18.4% 23.8%

営業利益
462

1.17%
69

0.81%
500

1.16%
155

1.52%
+122.4% 31.1%

経常利益
481

1.22%
71

0.83%
515

1.20%
160

1.57%
+125.3% 31.2%

四半期（当
期）純利益

81
0.21%

41
0.48%

355
0.83%

93
0.92%

+127.2% 26.4%

（億円） （億円）

１．決済額が順調に推移し、売上高拡大

２．売上高拡大と固定費削減により増益

３．会員制サービスの拡充

・会員数拡大を狙い、お得なサービス「ウェブマネー
ウォレット＋」で加盟店と共同し、特別限定アイテ
ムを拡充。

・加盟店との共同キャンペーン実施効果。

（百万円）

Q1実績

計画

売上高 営業利益

・販売店での在庫調整が進んだことにより売上高拡大。
・不採算サービスの撤退による固定費低減。
・当初Ｑ１計画のシステム改修をＱ２に変更。



決済動向・加盟店総数

（億円）

・Ｑ１の決済額は、加盟店での会員数拡大により、102億円。
・オンラインゲームに加え、携帯コンテンツも寄与し、前年同期比117.0％（対計画達成率24.1％）と拡大。
・加盟店の獲得は、携帯コンテンツサービスが寄与。

年度別決済額 月別決済額（億円）

Q1実績

（月）

FY07

FY08
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加盟店総数

1,973

（社）

Q1実績

102

315

386

424

FY09



会員制サービス

会員制サービス登録者数

・会員数は、加盟店との共同キャンペーンや、自社媒体でのキャンペーンの実施により、103万人。
・ＩＤとパスワードだけでお支払い可能な会員サービスの利用が拡大。
・お得なポイント還元サービス「ウェブマネー ウォレット＋」は、特別限定アイテム充実で会員数拡大。

103

（万人）

Q1実績
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形態別 決済額（億円）

カードタイプ・シートタイプ・収納シート

1.1%

12.1%

86.8%



「ウェブマネー ウォレット＋」会員数３万人を突破

・効率的なキャンペーン効果で
開始から９ヵ月で３万人を突破。

（千人） ウェブマネー ウォレット＋ 累計会員数
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加盟店と共同で、専用ポイントでもらえる
特別限定アイテムを充実。

会員獲得に向けた施策



販売コストの低減

売上高販売手数料率指数 形態別 売上高構成比率

・販売店との販売手数料率を見直し、販売コストを引き下げ。
・パートナーブランド電子マネーが店頭販売の拡大に寄与。
・今後は、「ウェブマネー ウォレット＋」など、オンライン販売である会員制サービスシェアアップに注力。
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※売上高販売手数料率をFY07実績を100として指数化
売上高販売手数料率＝（販売手数料＋販売店向け販売促進費）/売上高

オンライン販売

収納シート

店頭販売

カードタイプ

シートタイプ

91.1%

8.9%

1.3%

6.5%

1.1%

1.1%

90.0%



貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書

FY08期末 FY09Q1末

流動資産 10,948 10,722

現金及び預金 6,757 6,436

売掛金 4,107 3,213

有価証券 ー 999

繰延税金資産 59 59

その他 25 15

固定資産 130 182

有形固定資産 60 103

無形固定資産 14 23

投資その他の資産 55 55

資産合計 11,078 10,905

FY08期末 FY09Q1末

流動負債 9,103 8,892

加盟店未払金 5,538 5,389

利用原価引当金 3,316 3,220

その他 249 283

FY08末 FY09Q1末

資本金 412 412

資本剰余金 334 334

利益剰余金 1,333 1,370

自己株式 △105 △105

純資産合計 1,974 2,012

負債・純資産合計 11,078 10,905

資産の部 負債の部

純資産の部

（百万円）

（百万円）

（百万円）

FY08Q1 累計 FY09Q1 累計

営業活動によるキャッシュ・フロー 178 767

投資活動によるキャッシュ・フロー △283 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △21 △36

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 ー

現金及び現金同等物の増減額 △125 678

現金及び現金同等物の期首残高 5,439 5,357

現金及び現金同等物の期末残高 5,314 6,035

（百万円）

貸借対照表コメント

１. 営業活動によるキャッシュ・フロー

キャッシュ・フローコメント

２. 投資活動によるキャッシュ・フロー

１.資産の減少

２.負債の減少

３.純資産の減少
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• 現金及び預金の減少
• 売掛金の減少
• 有価証券の増加

• 加盟店未払金の減少

• 四半期純利益の計上
• 配当金の支払
• 自己資本比率：0.7ポイント増加

• 売上債権の減少
• 仕入債務の減少
• 利用原価引当金の減少

• 前事業年度及び当第１四半期で取得
した有形・無形固定資産の支払



Business PlanBusiness Plan



マイルストーン FY09-11

• オンラインゲームに加えて、成長著しい携帯コンテンツや
巨大市場であるEC物販の加盟店を獲得。
•加盟店におけるキャンペーン企画の共同推進。

•オンラインゲームの祭典「WebMoney Award」の拡大。
•「楽しさ」という価値を提供。
•個人間電子マネー取引サービス「ぷちカンパ」「速フリ」開始。

１．加盟店の新規開拓と積極的な販売促進支援

２．デジタルコンテンツ市場の活性化

（億円）（億円）

FY08 FY09P FY10P FY11P

売上高 39,479
100.0%

43,000
100.0%

50,000
100.0%

57,000
100.0%

営業利益 462
1.17%

500
1.2%

635
1.3%

700
1.2%

経常利益 481
1.22%

515
1.2%

650
1.3%

720
1.3%

当期純利益 81
0.21%

355
0.8%

415
0.8%

460
0.8%

売上高と営業利益の実績・目標

（百万円）

３．ユーザーの利便性向上と販売機会拡大

•パートナーブランド電子マネーの発行。
•会員制サービスの充実。
•さまざまなユーザーの利用シーンに対応。
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外部調査機関によるマーケット予測
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FY08

（見込）

FY09

（予測）

FY10

（予測）

FY11

（予測）

FY08～FY11

年平均成長率
今後の成長予測

オンラインゲーム（PC） 840 910 960 1,000 6.0% 安定成長。

音楽配信（PC） 110 130 143 155 12.1% 安定成長。

映像配信（PC） 230 255 275 290 8.0%
安定成長。

今後の変化に期待。

ＳＮＳ（PC） 145 196 259 320 30.2% 急成長。

携帯コンテンツ

※オンラインゲーム
920 970 1,010 1,040 4.2% 安定成長から新たな動き。

ＥＣ物販 27,000 30,000 32,500 35,000 9.0%
巨大市場。

成長続く。

※出典：株式会社富士キメラ総研 2009ブロードバンドビジネス市場調査総覧

（億円）



今後の決済動向・加盟店総数・会員制サービス

（億円）

・引き続き、オンラインゲームを中心に決済額は拡大。
・特に成長が著しい携帯コンテンツ、巨大市場であるＥＣ物販加盟店を幅広く獲得。
・会員制サービスを充実させ、登録者数を獲得。

年度別決済額
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加盟店総数（社） 会員制サービス登録者数（万人）

386
424

491

564



Ｖｉｓｉｏｎ ～「楽しさ」という価値を創造する存在へ～
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「かんたん・安全・便利」

「楽しさ」をプロデュース

＋



FY09 計画のポイント

３．Ｃ２Ｃ（個人向け）サービスの開始

２．オンラインゲーマーが集まるウェブサイトの構築

１．ユーザーの「楽しさ」が体感できるリアルイベントの開催

・オンラインゲーマーが集まり、「楽しさ」を共有できるコミュニティを開設（6月30日）。

・個人のクリエイティブな活動を応援できるサービスを開始（6月15日）。
・任意の金額の電子マネー「WebMoney」を、簡単に寄付（カンパ）できる。
・個人でお支払い窓口を開設し、個人間で電子マネー「WebMoney」を取引。
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・夏messe.2009を秋葉原で開催（8月2日）。
・オンラインゲーム最大級イベント「ONLINE GAME messe.2009」を開催（12月13日予定）。
・ファン投票で最高のオンラインゲームを決める「 WebMoney Award」の規模をさらに拡大。



オンラインゲームファン共感型サイト
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オンラインゲーム

WebMoney Award

座談会

アイテム

News

アンケート

・オンラインゲームファンに着目した「あつめる、とどける、つなげる」共感型サイト。
・デジタルコンテンツ市場の活性化。
・WebMoney Awardを発展させた「楽しさ」なサービス提供。

2009年6月30日開始
PV数も順調に推移



「楽しさ」を体感できるリアルイベントを開催
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オンラインゲームファンの
開運招福キャラクター

御藝大明神

オンラインゲームファンが、「楽しさ」を体感
8月2日、リナックスカフェ秋葉原

来場者数 1,124名



オンラインゲーム市場の活性化

（2008年の実績）
• 投票数は、11万5,499票
• 国内最大規模のユーザーアンケートを実施（９万件）

WebMoney Award

コンセプト
「あつめる、とどける、つなげる」
“USER’s VOICE” for Internet Life

URL: http://www.webmoney.jp/award2008/
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「ベストオンラインゲーム｣をユーザー投票で決定する国内最大級のオンラインゲームイベント



社会人

大学・専門学校生

中/高校生

フリーター

その他

主婦

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

パソコン

映画

アニメ

マンガ

音楽

スポーツ

お笑い

ファッション

旅行

グルメ

車

ビジネス

オンラインゲーマー９万人のアンケート結果
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女性

男性

19歳以下

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳以上

■男女比

■職業

■年齢別

■興味分野(*複数回答)

24％

76％

33％

37％

23％

41％

14％

25％

4％
8％

8％

6％ 1％



個人間電子マネー取引サービス

18

ユーザー

個人が発信するコンテンツを、応援する仕組み

ユーザー
（クリエイター）

面白い♪

頑張って下さい❤

• メルマガ
• ブログ
• Podcast
• 質問回答サービス
• 誕生日ギフト など

• 自作の音楽
• CGデザイン
• メルマガ
• ブログ
• 社会貢献活動 など

●応援する、カンパする

●コンテンツへのお支払い

個人WEBサイト

• 6月15日の開始後、 利用者数はブログを中心
に順調に拡大。



ご利用いただいているサイト例

独自ゲーム開発・配信 映像関連ツールの配信 個人による占いサイト
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Corporate ProfileCorporate Profile



株式会社ウェブマネーについて

商 号 株式会社 ウェブマネー(WebMoney Corporation) 

設 立 1988年3月24日

資本金 412百万円（2009年６月30日現在）

本社所在地
および連絡先

〒105-0013
東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル10F
TEL：03-5733-8123 FAX：03-5733-8133
URL：http://www.webmoney.jp/

代表取締役社長 古谷 彰男（ふるたに あきお）

従業員数 43名（2009年６月30日現在）

主要株主 株式会社 フェイス

事業内容 １．電子マネーの発行・販売
２．WebMoneyを利用した電子決済サービスの提供

会社概要 沿革

1988年 3月 東京都新宿区において設立

1999年 4月 電子マネーの発行及び決済システムを提供

2003年

7月 株式会社フェイスの連結子会社となる

12月
会員制サービス「WebMoney PREMIUM                          

（現 「ウェブマネー ウォレット」）」を提供

2004年 2月 加盟店総数 1,000社超

2007年 12月 ジャスダック証券取引所NEOへ上場

2008年

6月 「ウェブマネー ポイントパーク」を提供

9月 パートナーブランド「funcash WM」を販売

10月
「ウェブマネー ウォレット＋」を提供

「ウェブマネー ポイントパーク」携帯版を提供

12月
オンラインゲームの祭典「WebMoney Award 2008」開催

パートナーブランド「excite & skype」専用WebMoney販売

2009年 6月
個人間電子マネー取引「ぷちカンパ」「速フリ」開始

オンラインゲームファン共感型サイト「ONLINE GAME 

messe.」開設
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株式の状況

発行可能株式総数 190,000株

発行済株式の総数 58,830株

株主数 3,616名

株式の状況（2009年３月31日現在） 投資家向けメモ

事業年度 4月1日から3月31日

定時株主総会 6月25日

基準日 3月31日
そのほか必要のある場合は、あらかじめ公告。

株式の売買単価 1株

剰余金の配当基準日 3月31日
9月30日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行

IRに関する
お問い合わせ

経営企画部 IR担当
03-5733-8128
Ir_hp@webmoney.ne.jp

所有者別分布状況 所有数別分布状況

当社HPでは株主・投資家の皆様に対し、
企業情報や財務情報をはじめとした情報を
開示しております。是非ご覧下さい。
http://www.webmoney.co.jp/
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インターネットの電子マネー「WebMoney」

Online TypeSheet TypeCard Type

簡易性を追求

1円単位の小額決済に対応

プリペイド方式

匿名性を実現 サーバー管理型により個人情報を保護

デジタルコンテンツに 適

確実に売掛金を回収

16桁の「WebMoneyプリペイド番号」を入力するだけ

を入力して決済

WebMoney
プリペイド番号

1234 abcd 5678 efgh

送信

ユーザーメリット

加盟店メリット
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or

WebMoneyのビジネスモデル

株式会社ウェブマネー

加盟店サイト

販売店/カード/銀行

WebMoneyを販売

WebMoneyを
購入/ チャージ

加盟店契約決済代金を振込
①決済機能
②残高管理機能
③チャージ機能

WebMoneyで支払い

16桁の番号 送信

ユーザー

ID&PW
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http://member.webmoney.ne.jp/

ウェブマネーのサービス

WebMoneyのお得なお財布プリペイド型電子マネー

PC

http://www.webmoney.jp/

16桁のＩＤ（WebMoneyプリペイド番号）
を入力することで決済が可能な電子マネー。
ホームページで詳しいご利用案内の他、残
高の照会やIDの引き継ぎサービスを提供。

ケータイ

ウェブマネーのポイントサービス

ケータイPC

http://pointpark.webmoney.jp/

PC

Web Web

Web

任意のIDとパスワードによる残高管理と決
済機能。クレジットからオンラインチャー
ジが可能。専用ポイント（ゴールド）が付
与されるお得なサービス。

アンケートや会員登録・資料請求などを
するだけで、WebMoneyが貯められるサー
ビス。貯めたWebMoneyは、直接
ウェブマネー ウォレットにチャージ可能。

個人間電子マネー取引

2009年6月サービス開始予定

個人間でWebMoneyの受け渡しを可能にする
サービス。個人のコンテンツへのお支払や、
クリエイターにカンパして応援できる。

http://member.webmoney.ne.jp/

WebMoneyのお財布

ケータイPC

Web

任意のIDとパスワードによる、複数の
WebMoneyプリペイド番号の残高管理と決
済機能。クレジットや各種金融機関からオ
ンラインチャージが可能。

ケータイ
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WebMoneyが当たる

キャンペーン毎に開設Web

最大10000POINTのWebMoneyが当たる。当
選したWebMoneyはチャージするか募金する
ことが可能。

ケータイ



WebMoneyの小売販売

全国の主要コンビニエンスストアチェーン 42,000店舗以上

オンライン販売ＰＣ・ゲームショップ

セブン-イレブン ローソン

ファミリーマート エーエムピーエム

スリーエフ セイコーマート

デイリーヤマザキ ココストア

ミニストップ

サークルＫサンクス ＲＩＣマート

エブリワン

Heart-in

北海道スパー

Laox コンプマート

ゲーマーズ エンターキング

パソコン工房

その他、1,300以上の金融機関

ネッカ

wip

ネットカフェ

オンライン
チャージ

（PC小売） （PC小売） （PC小売）

（ゲーム小売）（ゲームグッズ小売）
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WebMoneyの主要加盟店（WebMoneyが使えるサイト）

オンラインゲーム 音楽配信 決済サービス・ＡＳＰ ツール・ソフトウェア

情報・電子書籍 物販・その他動画配信ＳＮＳ・ブログ

・モンスターハンターフロンティア
・信長の野望 オンライン
・ラグナロクオンライン
・ディズニーゲームズ

国内オンラインゲームの90%以上

・アメーバブログ
・Style Walker
・ヤプログ
・JUGEM
・ニコットタウン
・TUTAYA コミュ！

ハンゲーム

モバゲータウン

mora , mora win

・Listen Japan
・OnGen
・HMV DIGITAL
・ナップスター

ショウタイム

・フジテレビ オンデマンド
・ニコニコ動画
・アニメジャン
・東映アニメBB

So-net
（こんてんつコース）

・@nifty
・Color Me Shop! Pro
・Eストアー
・EC-CUBE

・中田英寿公式サイト
・ebookjapan
・週刊SPA!
・モーニング娘。公式サイト
・EMチャージ
・佐藤秀峰.onweb

電子書店パピレス

・MSNゲーム
・ibis browser
・Jigブラウザ
・シマンテックダウンロードストア
・DSvision.jp

Vector
（PCショップ）

楽天スーパーポイント交換

・HMVオンライン
・インプレスダイレクト
・ユニセフ インターネット募金
・フォスタープラン
・赤い羽根共同募金

ユーザー数3,300万人超 ユーザ―数500万人 ユーザー数371万人

ユーザー数1,383万人 ユーザー数30万人超

ユーザ―数200万人
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「WebMoney」のシェア

デジタルコンテンツ市場は引き続き高い成長

（出所） 株式会社富士キメラ総研
「2008 ブロードバンド・ビジネス市場調査総覧」
※PCプラットホームのみを対象

（億円）

映像・音楽・物販市場で、
一層の拡大が見込まれる

当社決済
40％

電子マネー
10％

オンラインゲームにおける当社の決済シェア

（当社推定）

クレジットカード
50％

その他
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ウェブマネーの事業ドメイン

電子マネー事業

電子マネーソリューション広告ソリューション 市場活性化

エンドユーザーにフォーカスした
コミュニティを作ることにより、
市場を活性化。

かんたん・安全・便利な
インターネット上のお支払サービス。

ポイント＆インターネット広告＆
デジタルコンテンツを事業化。
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広告ソリューションサービス（2008年６月開始）

スポンサー 約600社

ユーザー

広告 WebMoney

携帯版も開設（10月）
http://poipa.webmoney.jp/

http://pointpark.webmoney.jp/

・キャンペーン広告に登録するだけで、電子マネー「WebMoney」がもらえる。
・すでに８万人を超える規模。10月にはモバイル版を開設。
・システム改修により、セキュリティおよび利便性が向上。

×
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電子マネーをパートナーブランド展開

× • 国内最大級ゲームポータル「ハンゲーム」と提携。
（会員数：2,800万人超）

•全国４万店のコンビニエンスストアで販売開始、
順調な滑り出し。

• ポータルサイト専用電子マネー
「funcash WM」を販売。

×
•世界中をつなぐ、インターネット電話サービス
「skype（スカイプ）」で利用可能。

•ファミリーマートの店頭端末で販売。

•「excite & skype」専用電子マネーを販売。
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クレジットカードや
銀行口座からチャージ

クレジットカード＆専用ポイント
特別限定アイテムに交換

クレジットカードの
安全なつかいかた

ポイント還元で
お得

特別限定
アイテムに交換

加盟店サイト

お支払

32

お得なWebMoneyございます。

「ウェブマネー ウォレット＋」（2008年10月開始）



WebMoneyを利用した効率的な販促ツール
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１．当選ポイントをチャージ。

ラッキー☆
WebMoney

ユーザー自身の

「WebMoney」が当たる！

携帯電話でQRコードを読み取るだけ。

２．当選ポイントを募金。



実績例
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バレンタインデーに合わせ、
チョコレートにQRコードを印刷。
イベントで配布。

レシートなど印刷物に
QRコードを印刷。

WebサイトにQRコードを
週替わりで掲載。
リピートユーザーを獲得。

③印刷物に掲載。

①Webサイト掲載 ②販促グッズに掲載

2009年6月30日まで有効



Ｃ２Ｃ（個人向け）サービスの展開
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C2C B2C

サービス

顧客 個人 法人

利用目的

パーソナルなお支払い

カンパ

感謝の気持ち

ビジネス決済

サービス・商品代金

決済規模 小規模 大規模

導入手続き 登録制 加盟店審査あり

決済



■クリエイターが自分のWEBページに「ぷちカンパ」ボタンを設置

■サポーターが寄付（カンパ）

1.WEBページ上の
「ぷちカンパ」ボタンを選択

2. 16桁のプリペイド番号、
ウォレット＋、ウォレットを選択

ウォレットID

パスワード

プリペイド
番号

●●● POINT

3.サポーターがWebMoneyポイントを送信

1. ウォレット＋またはウォレットを作成し、
マイページにログイン

2.マイページで「ぷちカンパ」
ボタンを作る

3.自分のWEBページに
「ぷちカンパ」ボタンを設置

クリエイター

個人WEBサイト

サポーター クリエイター

マイページ

利用フロー

個人WEBサイト

※速フリも同様に利用可能
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ＣＳＲ活動

WebMoneyを利用したＣＳＲ活動例

スペシャルオリンピックス日本への
寄付金へWebMoneyが利用されました。

■インターネット募金用決済システムとして
WebMoneyをご利用いただいている加盟店
（2008年12月現在）

ウェブマネー ユニセフインターネット募金箱
http://www.unicef.or.jp/

財団法人日本盲導犬協会
http://www.moudouken.net/

赤い羽根共同募金
http://www.akaihane.or.jp/
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